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「当院のマスコット達の季節」『 今年もカルガモのヒナが生まれて鯉達と共演し、患者さんや地域の人々に
和みを与えてくれています。ボランティアに感謝 』
撮影者：秋山峻太郎
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“病む人に心の通う
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質の高い医療をめざします”

お手持ちの携帯電話でも当院の診療情報の一部がご覧いただけます。

にしさいたまちゅうおう
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新任医師紹介
2016年７月１日より、NHO西埼玉中央病院で勤務させていただくこととなりました濵元

陽一郎

と申します。平成10年聖マリアンナ医科大学を卒業後、初期・後期研修（呼吸器内科）として新宿の
国立国際医療センター（現、国立国際医療研究センター）で臨床をして参りました。その後12年間、
NHO災害医療センターで診療し、この度、西埼玉中央病院呼吸器内科を立ち上げのお誘いを頂き、赴
任するに至りました。
所沢の周辺の皆様に呼吸器診療が充実できるように努力してまいりたいと思います。今後とも何卒宜
しくお願い致します。
呼吸器科医長

濵元陽一郎

平成28年７月より西埼玉中央病院で勤務させて頂くことになりました豊田祥子と申します。
平成25年に北里大学を卒業し、慈恵医大本院で初期臨床研修を終了したのち、慈恵医大小児科に入
局し、本院や葛飾医療センターでの後期研修を経て今回西埼玉中央病院の小児科に異動となりました。
まだまだ未熟者の私ですが、子供達の笑顔のために、力を尽くして頑張りたいと思っております。ご
迷惑をおかけすることも多々あるかと思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

小児科医師

豊田

祥子

今年７月より西埼玉中央病院で勤務させていただくこととなりました長谷川大輔と申します。これま
では常勤の整形外科医師が４人でしたが、７月からはプラス１で５人となります。学生時代にアメフト
部で培った持ち前の明るさと体力を武器に、これまで以上に手術件数も入院患者数も増やしていきたい
と思っております。また、様々なスタッフの方々とうまくコミュニケーションをとり、西埼玉中央病院
を活気のあるより良い病院へと変えていけたらと思っております。自分のスキルアップはもちろんのこ
と、患者さんのため地域医療に貢献できるよう日々精進してまいりますので、皆様どうぞよろしくお願
い申し上げます。
整形外科医師

長谷川大輔

平成28年７月より西埼玉中央病院で勤務させていただくことになりました。永峯佑二と申します。
私は東京慈恵会医科大学を卒業し、慈恵医大付属第三病院で初期研修を行い、慈恵医大整形外科に入局
いたしました。当院就任前は慈恵医大付属柏病院救急部で勤務しておりました。当院ではその経験を生
かし救急部での骨折を中心に外傷治療に貢献できたらと考えております。西埼玉中央病院での勤務はス
タッフ皆様の心遣いより非常に働きやすい環境であると感じており大変感謝しています。不慣れ、また
私の力不足よりご迷惑をおかけしておりますが、日々精進しスキルアップと共に地域への貢献をできる
ようにと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
整形外科医師

永峯

佑二

平成28年７月から赴任いたしました整形外科の原田直毅と申します。28歳独身です。平成25年に
東京慈恵会医科大学を卒業し、２年間の初期研修を終え、慈恵医大の整形外科に入局し今年度で２年目
になります。
出身は東京の高円寺でずっと都内で育ってきました。整形外科に入局後は静岡県の富士市立中央病院、
神奈川県の神奈川リハビリテーション病院と転々とし、今回西埼玉中央病院にお世話になることとなり
ました。赴任期間は半年と決まっており12月までですが、責任をもって患者さんを診ていきたいと思っ
ています。まだまだ未熟者ですので、みなさん御指導のほどよろしくお願い申し上げます。
整形外科医師

原田
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直毅
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新任医師・臨床研修医紹介
平成28年７月より、西埼玉中央病院で勤務させていただくことになりました日髙卓と申します。平
成24年に東京慈恵会医科大学を卒業し、同大学本院で初期研修を終えたのち、葛飾医療センター、熊
谷外科病院で後期研修に励んで参りました。
まだまだ不慣れな部分も多く、スタッフの皆様には多々ご迷惑をおかけしているとは思いますが、少
しでも早く業務に慣れ、皆様の手助けになれるよう精進したいと思いますので、何卒よろしくお願いい
たします。
外科医師

日髙

卓

平成28年７月から、西埼玉中央病院外科で勤務させていただくことになりました重盛林太郎と申し
ます。
私は平成26年に慈恵医大を卒業し、分院である慈恵医大柏病院にて２年間の初期臨床研修を行いま
した。
外科医としてスタートを切ったばかりでわからないことも多く、ご迷惑をおかけすることと思います
が、少しでも地域医療に貢献できるよう努力してまいりますのでどうぞよろしくお願い致します。
外科医師

重盛林太郎

内科医師

澤野

平成28年４月から、当院の内科で勤務させて頂くことになりました澤野祥子と申します。専門は糖
尿病代謝内分泌内科です。
私は、平成23年に東京慈恵会医科大学を卒業し、川崎市立川崎病院で初期臨床研修を行いました。
その後は、母校の附属病院（本院）
、附属第三病院で後期研修に励んで参りました。異動して４か月目
になりますが、皆さまのお陰で非常に働きやすい環境で、豊富な症例に恵まれ、大変感謝しております。
糖尿病内分泌にとどまらず、内科全般を中心に他科も含め幅広く学び、患者さん一人一人と真剣に向き
合っていきたいと思います。そして、緑豊かなこの地域の医療に少しでも貢献できるように精進してい
きたいと思います。今後とも病院スタッフの皆様、ご指導の程よろしくお願い致します。

祥子

平成28年４月１日より初期研修医として勤務させて頂くことになりました関谷千奈美と申します。
日本とイギリスの大学院（教育学・開発学を専攻）を修了後、社会人生活を経て医学の道を志しました。
東アフリカや南アジアなどに滞在してフィールドワークを行いましたが、いずれの国でも地域に根差し
た医療はとても重要でした。本病院も西埼玉地域の重要な拠点病院であり、初期研修を通して地域医療
に少しでも貢献できるよう精進して参りたいと思っています。医師としてのスキルアップとともに、患
者さんやスタッフの皆さんとのコミュニケーションを大切にしながら、充実した研修生活にしたいと
思っておりますので、どうぞ２年間よろしくお願い致します。
臨床研修医

関谷千奈美

今年４月より西埼玉中央病院で初期研修医をさせていただいている、鬼塚志乃です。入職して３か月、
院内にも慣れ、検査室を探して迷うこともなくなりました。毎日自然に囲まれたこの病院でのびのびと
仕事をさせてもらっています。
私は医師になる前は精神科の病院で精神保健福祉士をしていました。富山大学で二度目の大学卒業を
はたし、研修医終了後は精神科医を希望していますが、精神科疾患だけでなく、その背景にある身体疾
患を見逃すことのない医師になりたいと思っています。そのため西埼玉中央病院での二年間という短い
研修の中で内科、外科の最低限の手技、知識は身につけることができるように努力をしていくつもりで
臨床研修医

鬼塚

志乃

す。どうぞよろしくお願いいたします。
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新任職員紹介
今年度４月１日付で村山医療センターより昇任で参りました久保田麻由子と申します。
私は、これまで内科・外科病棟、障害者病棟、手術室、治験コーディネーター（CRC）と様々な経
験をさせて頂きましたが、周産期・小児科は初めてです。当直時、急患の小児にはいつも緊張をしてお
ります。また循環器疾患看護は、新人の時に経験しただけですので不安もありましたが、古い記憶を思
い出しながら、新鮮な気持ちで循環器・脳外を楽しく勉強しております。まだまだ未熟な看護師長です
が、精一杯頑張っていきたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。
４階病棟看護師長

久保田麻由子

国立がん研究センター中央病院より昇任で参りました跡田直利と申します。精神・神経センター、国
立小児病院、成育医療研究センター、がん研究センターと今回５施設目になります。前施設ではIVR（放
射線画像下治療）を専門に従事しておりました。そこでは、入院患者さんの検査説明の担当を行ってお
り、入院患者さんとお話しする機会が多く、当施設でも積極的にコミュニケーションを取ることができ
ればと考えております。当院のスタッフはみな優秀で心の優しい技師ばかりです。検査の事などわから
ないことがございましら、お気軽にお声かけください。放射線科スタッフとともに安全安心な医療の提
供を心掛け頑張りますので、よろしくお願いいたします。
副診療放射線技師長

跡田

直利

４月１日付けをもちまして埼玉病院より赴任いたしました木﨑輝男と申します。
前任地である埼玉病院では病院の経営の根幹である医事についてたたき込まれ、前々任地である災害
医療センターでは管理課庶務係として病院の管理について、同時に東日本大震災を経験し災害時におけ
る病院のあり方など多くを学ばせていただきました。今回の赴任では幸いなことに多くの旧友に恵まれ、
企画課という新たな分野への挑戦となりますが、仲間に助けてもらいながらこれまでの経験を生かし、
少しでも経営に貢献できるよう努力する所存です。
「仕事は楽しく」をモットーに幅広くみなさまと楽しく、時に厳しく健全な病院をめざしてがんばり
ますのでよろしくお願いいたします。

業務班長

木﨑

輝男

子育てHUGフェス

入場無料

2016年9月24日（土）25日（日）11:00～17:00
西武所沢店ワルツ所沢(7〜8F)にて親子で楽しめるお祭りが開催されます！
9月25日（日）西埼玉中央病院も参加します。

市民公開講座のお知らせ
日付

曜日

時間

場

所

テーマ

担

H28.８.26

金

14:00～15:00

研修棟研修室

ＢＬＳ講座

H28.９.23

金

14:00～15:00

研修棟研修室

飲み込みやすい食べやすい食事に
栄養管理室長
ついて

H28.10.28

金

14:00～15:00

研修棟研修室

健康で長生きしよう
～ロコモチェックで分かること～

４階病棟看護師

当
橋本

優紀

村田

祥子

３階病棟看護師
神田 優生 田川

真名

※講演日程、時間、テーマ、講師は変更となる場合があります。
※定員になり次第受付終了とさせていただきます。
※詳細は担当（経営企画室 つじもと 04－2948－5951）までご照会ください。
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くすりになるおはなし
（27）
薬剤師

小野麻里子

梅雨が明ければいよいよ夏到来！ビールが美味しい季節ですね。
今日はお酒とお薬についてお話しします。
①お酒の歴史
お酒は文明誕生以来人とともにあり、古代エジプトの文書
には、ピラミッド建設職人たちへビールが配給されたと記録
されています。日本では縄文時代から果実酒などが造られて
おり、古事記や日本書紀には米を噛んで作ったお酒「口噛み
の酒」の話が登場します。
②お酒の体への影響
適度な飲酒は、心と身体に良い効果をもたらすことが知られています。
しかし長期にわたり大量の飲酒をすると、肝臓の障害、糖尿病、すい臓
の障害のほか、消化管、循環器系、脳、末梢神経障害など、全身の臓器
に障害が現れます。さらに、
アルコール依存症をきたす場合もあります。

③お酒とお薬の飲み合わせ
お酒と一緒にお薬を飲むと、お薬の作用が弱くなったり、逆に強く現れ
たりします。これは、お薬もお酒も肝臓の中の同じ酵素によって分解され
るからです。前者の場合は、慢性的に飲酒をしていると分解酵素が増え、
しらふのときでもお薬が効きにくくなります。後者の場合は、お酒と薬を
同時に飲んだ時、体はお酒の分解を優先するため薬の分解が遅れ、長時間
体内に残り、強く効きすぎてしまいます。特に、糖尿病薬や抗凝固剤のワ
ーファリン、精神安定剤、睡眠剤などで注意が必要です。
④まとめ
お酒と上手に付き合っていくために、節度ある適度な飲酒をこころがけましょう。厚生労働省が提
唱する健康日本21では、成人男性でビール500mlまたは日本酒１合弱（アルコール 20g）以下の
量を指します。そして、お薬をお酒で飲むことは避けましょう。

参考：市民のためのお酒とアルコール依存症を理解するためのガイドライン
標準薬理学第六版
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医療機器 管 理 室 よ り
主任臨床工学技士

佐藤

正道

当院の医療機器管理室では臨床工学技士２名と医療機器管理助手１名の３名体制で
輸液ポンプ・シリンジポンプ・栄養ポンプ・人工呼吸器・多用途血液浄化装置、持続
血糖測定器、除細動装置、AED、補助循環装置（IABP）などの中央管理を行ってい
ます。
臨床工学技士をご存知ですか？
臨床工学技士とは1987年５月に制定された「臨床工学技士法」に基づく医学と工学の両面を兼ね備えた
国家資格で『医師の指示の下に生命維持管理装置の操作および保守点検を行う事を業とする。
』と定められて
います。医療機器の専門職（命のエンジニア）です。
臨床工学技士の業務
・診療に関わる分野：病院では医療機器を用いて様々な治療が行われています。医師や看護師など各種の医
療技術者とチームを組んで生命維持装置の操作を担当しています。
・医療機器管理分野：医療機器がいつでも安心して使用できるように保守点検を行っています。また、医療
機器安全講習会なども開催し、医療安全の確保に貢献しています。
臨床工学技士が関わる部署
・手術室

・心臓カテーテル検査室

・ハイケアユニット

・NICU

・重症個室など

臨床工学技士が関わる治療（当院での治療実績）
・人工呼吸療法

・血液透析

・持続的血液透析濾過療法

・白血球除去療法
・血漿交換療法

・新生児脳低温療法

・一酸化窒素ガス療法

・心臓ペースメーカ

・心臓カテーテル

・胸腹水濃縮還元再静注療法

・ビリルビン吸着療法

・エンドトキシン吸着療法

・補助循環療法（IABP）

・人工膵臓

・レーザ破砕術

・ラジオ波焼灼他
臨床工学技士は患者さんへ使用される医療機器が安全に使用できるよう、
保守点検業務と生命維持管理装置を中心とした臨床技術提供業務を通して、
医療安全の確保に貢献しています。

にしさいたまちゅうおう
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《各種放射線検査・上部内視鏡の電話予約等のご案内》
地域医療機関の先生方から、放射線・内視鏡等の検査のご予約を電話でお取り頂けます。
当院で実施可能な放射線・内視鏡等の検査について、患者さんの手続きおよび待ち時間等の負担の軽減を
図ります。
検査が終了した時点で診断結果を的確にご報告いたします。
■提供できる検査項目

■お申し込み方法

・放射線
CT
MRI
RI

下記までお電話をお願い致します。担当係が迅速に対応させて頂きます。

MRI、MR アンギオ、MRCP
骨、腫瘍、甲状腺、レノグラム、脳 SPECT、
心臓 SPECT（負荷なし）

骨密度測定
・内視鏡検査（上部消化管）
・脈波伝搬速度
・頸動脈エコー

【放射線科受付】
放射線科予約 電

話 04-2948-1111（内線 2522）

ＦＡＸ 04-2948-2118
上部内視鏡検査【地域医療連携室】
脈波伝搬速度 電 話 04-2948-1138（連携室直通）
その他の検査 ＦＡＸ 04-2948-2118

ファミリーマート

ガソリンスタンド
イエロー
ハット

スーパーバック
工場

〒

看板あり
セブンイレブン

ガスト

／
／

※その他の日も救急随時受付ています。
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(1)池袋駅より西武池袋線 急行で35分、小手指駅又は
狭山ケ丘駅下車徒歩20分
(2)小手指駅南口より西埼玉中央病院行、または西埼玉
中央病院・所沢ロイヤル病院前経由宮寺西行
バス７分(西埼玉中央病院下車）
(3)狭山ケ丘駅西口より小手指駅南口行バス７分(西埼
玉中央病院下車)
ところバス右回り７分(西埼玉中央病院下車)

にしさいたまちゅうおう

